
 
 

2019 年スクーリング・検定試験のご案内 

2019 年スクーリング・検定試験のご案内 

NCMA,Japan 英国チャイルドマインダー養成通信講座 

 

■東京・四谷本部校（左門イレブンビル 3 階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪（ハートンホテル心斎橋） 

 

■名古屋（ホテルマイステイズ名古屋栄） 

 
■福岡（八重洲博多ビル） 

 

■仙台（フォレスト仙台）                 ■北海道（北農健保会館） 

 

 

 
 
 
 
 

※スクーリングは先着順で定員に達し次第、締切となりますのでお早めにお申込みください。 

【実施時間】（全日程共通 ※但し、東京会場のみスクーリングⅠは 9：45 〜 18：15） 
※スクーリングの受講時間は昼食休憩時間 45 分を含みます。昼食は必ずお持ち下さい。 

●スクーリングⅠ   …  9： 30〜 18： 00 
●スクーリングⅡ   …  9： 30〜 16： 30 
●検定試験………… 17： 00〜 18： 00 

実施日 実施内容 申込締切日 

7/6 （土） スクーリングⅠ 6/5 （水） 

7/7 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 6/5 （水） 

10/5 （土） スクーリングⅠ 9/4 （水） 

10/6 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 9/4 （水） 

実施日 実施内容 申込締切日 

1/12 （土） スクーリングⅠ 12/12 （水） 

1/13 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 12/12 （水） 

4/6 （土） スクーリングⅠ 3/6 （水） 

4/7 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 3/6 （水） 

実施日 実施内容 申込締切日 

3/2 （土） スクーリングⅠ 1/9 （水） 

3/3 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 1/9 （水） 

6/1 （土） スクーリングⅠ 5/1 （水） 

6/2 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 5/1 （水） 

実施日 実施内容 申込締切日 

9/21 （土） スクーリングⅠ 8/21 （水） 

9/22 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 8/21 （水） 

12/7 （土） スクーリングⅠ 11/6 （水） 

12/8 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 11/6 （水） 

実施日 実施内容 申込締切日 

2/2 （土） スクーリングⅠ 1/9 （水） 

2/3 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 1/9 （水） 

実施日 実施内容 申込締切日 

8/10 （土） スクーリングⅠ 7/10 （水） 

8/11 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 7/10 （水） 

実施日 実施内容 申込締切日 

6/8 （土） スクーリングⅠ 5/8 （水） 

6/9 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 5/8 （水） 

11/30 （土） スクーリングⅠ 10/30 （水） 

12/1  （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 10/30 （水） 

実施日 実施内容 申込締切日 

1/19 （土） スクーリングⅠ 12/19 （水） 

1/20 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 12/19 （水） 

2/16 （土） スクーリングⅠ 1/16 （水） 

2/17 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 1/16 （水） 

3/9  （土） スクーリングⅠ 2/13 （水） 

3/10 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 2/13 （水） 

4/13 （土） スクーリングⅠ 3/13 （水） 

4/14 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 3/13 （水） 

5/18 （土） スクーリングⅠ 4/17 （水） 

5/19 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 4/17 （水） 

6/15 （土） スクーリングⅠ 5/15 （水） 

6/16 （日） スクーリングⅡ・ 検定試験 5/15 （水） 

 

実施日 実施内容 申込締切日 

7/13 （土） スクーリングⅠ 6/12 （水） 

7/14 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 6/12 （水） 

8/17 （土） スクーリングⅠ 7/17 （水） 

8/18 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 7/17 （水） 

9/14 （土） スクーリングⅠ 8/14 （水） 

9/15 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 8/14 （水） 

10/19 （土） スクーリングⅠ 9/18 （水） 

10/20 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 9/18 （水） 

11/16 （土） スクーリングⅠ 10/16 （水） 

11/17 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 10/16 （水） 

12/14 （土） スクーリングⅠ 11/13 （水） 

12/15 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 11/13 （水） 

 

実施日 実施内容 申込締切日 

5/25 （土） スクーリングⅠ 12/19 （水） 

5/26 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 12/19 （水） 

11/9 （土） スクーリングⅠ 10/9 （水） 

11/10 （日） スクーリングⅡ ・ 検定試験 10/9 （水） 

 

スクーリングⅠ…MFA ジャパン社幼児小児の救急救護法 

スクーリングⅡ…聴講セミナー・「子どもの病気」「ビジネスとしてのチャイルドマインディング」 

 



NCMA,Japan 英国チャイルドマインダー養成通信講座 

 

スクーリング・試験会場のご案内 

NCMA,Japan 

 

※会場は都合により変更する場合があります。 

■東京・四谷本部校（左門イレブンビル 3 階） ■大阪（ハートンホテル心斎橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都新宿区左門町 3-1 左門イレブンビル 3 階 

東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」1 番出口より直進徒歩約１分  
TEL.03-3350-1818 FAX.03-3350-1515 

■名古屋（ホテルマイステイズ名古屋栄） 

 

 

 

 

大阪市中央区西心斎橋 1-5-24 

地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」7 番出口より徒歩約 1 分 
TEL.06-6251-7880 

■仙台（フォレスト仙台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市中区東桜 2-23-22 

「栄駅」5 番・12 番出口より広小路通を東へ徒歩約 7 分 
TEL.052-931-5811 
 

■福岡（八重洲博多ビル） 

 

 

 

仙台市青葉区柏木 1-2-45 

市営地下鉄「北四番丁駅」北 2 出口より徒歩約７分、 
JR 仙山線「北仙台駅」より徒歩約 10 分 TEL.022-271-9340 

■北海道（北農健保会館） 

福岡市博多区博多駅東 2-18-30 八重洲博多ビル  

ＪＲ「博多駅」、地下鉄「博多駅」より徒歩５分 
TEL.092-472-2889

 
札幌市中央区北 4 条西 7 丁目 1-4 
JR「札幌」駅南口、地下鉄「札幌」駅より徒歩約 6 分 
TEL.011-261-3270 

 

 

 
 


